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1．はじめに
　遼東半島は，東北アジアの先史社会から古代を考える際に，地政学的にも重要な地点である．

それは遼西から遼東さらに朝鮮半島への道のりの中間に位置するとともに，山東と遼東半島と

の交流により，山東から遼東半島や遼東さらに朝鮮半島という道のりが存在するからである．

いわば遼東半島は，東北アジアの文明の十字路ということができる．

　その遼東半島の日本人研究者による調査は，1895 年の鳥居龍蔵の踏査や 1905 年の鳥居によ

る老鉄山積石塚の調査に始まり（鳥居 1910・1915），1911 年の濱田耕作の老鉄山積石塚や刁家

屯の発掘調査が続く（濱田 1911・1929）．その後は，1926 年の東亜考古学会の設立（吉開

2006）による貔子窩（単砣子・高麗寨）の 1927 年の発掘調査（濱田編 1929）に始まり，1928

年牧羊城（原田・駒井 1931），1929 年南山裡（島田・濱田 1933），1931 年営城子（森・内藤 1934），

1933 年羊頭窪（金関ほか 1943）まで続き，1936 年の赤峰紅山後調査（濱田・水野 1938）の後の

濱田耕作死後はしばらく中断する．再び開始されたのは，日本学術振興会の援助の基，梅原末

治による 1941 年の大長山島での上馬石貝塚であり，その後，旅順北方の黄龍尾半島における
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要旨　　遼東半島は，遼西から朝鮮半島への道のりの中間に位置するとともに，山東から遼東

半島を経て朝鮮半島という道のりが存在するように，東北アジアの文明の十字路ということが

できる．ここでの考古学的な調査は 1895 年の鳥居龍蔵の調査に始まった．その後，東亜考古

学会による 1927 年の貔子窩の調査によって本格的発掘調査が始まり，1942 年の日本学術振興

会による文家屯貝塚の調査まで日本人研究者による発掘調査が続いた．こうした資料は大半が

今日も日本の大学で所蔵されており，植民地的考古学として位置づけることができるであろう．

日本人の大陸侵略による植民地考古学資料としての戦前の発掘調査を振り返るとともに，その

学史的動向を探る．そして，今日の学問的水準によって発掘調査品という一次資料を再検討や

再調査する意義とその成果をまとめる．特に遼東半島の先史土器編年の確立こそが，朝鮮半島

や日本列島を含めた東北アジア全体の歴史的な叙述を行うにあたって重要であることを述べた

い．さらに，こうした植民地考古学的資料を扱うことによって，今日の中国考古学における日

本人研究者の役割を語ってみたい．

キーワード　　遼東半島，東亜考古学会，日本学術振興会，植民地考古学
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四平山積石塚，1942 年の文家屯貝塚と続く．第二次世界大戦の終結によって結果的に文家屯

貝塚調査が遼東半島では日本人研究者最後の調査となる．

2．植民地考古学としての東亜考古学会調査と日本学術振興会調査
　1926 年に成立した東亜考古学会，その後 1941 年から始まる日本学術振興会の中国での発掘

調査を集成したのが表１である．この表を見ると，日本帝国主義の大陸侵略と発掘調査地点の

拡大が明瞭に対応していることがわかる．1931 年の柳城湖事件に端を発する満州事変以降，

旧満州の権益を得た日本に対応するように，1933 年・1934 年の東京城，1936 年には赤峰紅山

や 1937 年の元上都での発掘が行われた．さらに 1937 年に盧溝橋事件に始まる日中戦争では，

北京などの華北が日本の支配下に入っていく．こうした中，1939 年北魏平城址，1940 年邯鄲

趙王陵などの山西省や河北省での調査へと拡大している．

　一連の東亜考古学会による発掘調査は，少なくとも赤峰紅山後までは外務省文化事業部の助

成によって賄われていた（酒寄 2010・2011）．また，1937 年の元上都の発掘も外務省文化事業

部の資金助成によるものであった（原田・駒井 1941）．一方で，1941 年に始まる日本学術振興

会の調査は旅順や遼陽といった遼東半島や遼東に限定されていた．その前年に行われた邯鄲趙

王陵の調査は東亞文化協議会の援助で行われており（駒井・関野 1954），日中戦争以降は外務

省からの直接の援助ではなく，日本学術振興会や東亞文化協議会などの外郭団体からの助成に

切り替わっている．

　1942 年・1943 年の陽高漢墓の調査は，東方考古学会主催という名前になっている（小野・

日比野 1990）が，実際は東亞考古学会としてなされたものと思われる．しかし，こうした調査

も大同石仏保存協賛会や陽高県史跡保存会など日本統治下の民間団体の援助によってなされて

いる．また，水野清一と永廣敏雄によって 1936 年には南北響堂山・龍門石窟（水野・長廣

1941）が，1938 年～1944 年の雲岡の調査（水野・長廣 1951︱1975）が行われているが，これら

は東方文化研究所の研究費によって調査がなされていた．1939 年からは外務省の特別研究費

の支給もあったようだが，華北交通株式会社や雲崗石窟学術調査後援会といった民間の援助が

活発であった（水野・長廣 1952）．この間の，北沙城や陽高の漢墓の発掘そして雲岡の石窟調

査は，日中戦争後の日本軍の占領域が内蒙古・河北省・山西省などに広がったことと関連して

いる（長廣 1988）．唯物史観の研究者として有名な和島誠一が，1942 年に山西省において踏査

を行いながら発掘調査を行っている（和島 1943）．彼が，中国人（李済）による最初の発掘で

有名な西陰村新石器時代遺跡や万泉県荊村遺跡などの発掘調査を行い得たのも，この日本帝国

主義の拡大と関連している．

　さて，東亜考古学会や日本学術振興会の調査は，先史時代の調査を進める濱田耕作ら京都帝

国大学のグループと，歴史時代遺跡とりわけ都城址の調査に専念する原田淑仁を中心とする東

京帝国大学のグループの二つに分けることができるであろう．遼東半島を中心にその調査（図
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表1　東亜考古学会・日本学出振興会による中国大陸での発掘調査

発掘年 遺跡名 現地名 遺跡年代 発掘主体 発掘主担当者 報告書

1927
高麗寨・
単砣子 遼寧省 双砣子 1 期～尹家

村 2 期 東亜考古学会 濱田耕作 濱田編 1929

1928 牧羊城 遼寧省大連市旅順
口区 尹家村 1 期～前漢 東亜考古学会 原田淑人・

駒井愛和 原田・駒井 1931

1929 南山裡 遼寧省大連市旅順
口区 後漢 東亜考古学会 島田貞彦・

濱田耕作 島田・濱田 1933

1931 営城子 遼寧省大連市甘井
市区 後漢 東亜考古学会 森修・

内藤寛 森・内藤 1934

1933 羊頭窪 遼寧省大連市旅順
口区 双砣子 3 期 東亜考古学会 金関丈夫・

三宅宗悦
金関・三宅・
水野 1943

1933 東京城 黒龍江省牡丹江市 渤海 東亜考古学会
原田淑人・
駒井愛和・
水野清一

東亜考古学会
1939

1934 東京城 黒龍江省牡丹江市 渤海 東亜考古学会
原田淑人・
駒井愛和・
水野清一

東亜考古学会
1939

1936 紅山後 内蒙古自治区赤峰
市 紅山・夏家店上層 東亜考古学会 濱田耕作・

水野清一 濱田・水野 1938

1937 元上都 内蒙古自治区ドロ
ンノール 元 東亜考古学会 原田淑人・

駒井愛和 原田・駒井 1941

1939
北魏平城
址 山西省大同市 北魏 東亜考古学会 原田淑人・

駒井愛和 岡村・向井 2007

1940
邯鄲趙王
陵 河北省邯鄲市 戦国 東亜考古学会 原田淑人・

駒井愛和 駒井・関野 1954

1940 懐安漢墓 河北省張家口市 前漢 東亜考古学会 水野清一 水野・岡崎 1946

1941
萬安北沙
城 河北省張家口市 前漢 東亜考古学会 水野清一・

岡崎卯一 水野・岡崎 1946

1941 上馬石 遼寧省大連市大長
山島

小珠山下層～尹家
村 2 期 日本学術振興会

梅原末治・
八幡一郎・
島田貞彦

宮本編 2015

1941
四平山・
老鉄山

遼寧省大連市甘井
市区 小珠山上層 日本学術振興会

藤田亮策・
八幡一郎・
島田貞彦

澄田・小野山・
宮本編 2008

1941 遼陽漢墓 遼寧省遼陽市 後漢 日本学術振興会 原田淑人・
駒井愛和 駒井 1950

1942 文家屯 遼寧省大連市甘井
市区

小珠山中層～小珠
山上層 日本学術振興会

梅原末治・
八幡一郎・
島田貞彦

岡村編 2002

1942 遼陽漢墓 遼寧省遼陽市 後漢 日本学術振興会 原田淑人・
駒井愛和 駒井 1950

1942
陽高古城
堡漢墓 山西省陽高県 前漢 東方考古学会 小野勝年・

日比野丈夫
小野・
日比野 1990

1943
陽高古城
堡漢墓 山西省陽高県 前漢 東方考古学会 小野勝年・

日比野丈夫
小野・
日比野 1990
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1）の推移を見ていくと以下のようになる．

　前者では，1927 年に行われた単砣子・高麗寨遺跡の調査において出土した彩文土器が注目

され，これを新石器時代の彩陶の周縁世界での展開として捉えられようとしていた（濱田編

1929）．続いて行われた 1929 年の南山裡遺跡の発掘は，前年の原田淑仁らによる牧羊城の発掘

で墓葬の発掘調査ができなかったのに対し，新たに森修によって発見された磚室墓を発掘する

ものであった（島田・濱田 1933）．こうした調査は，磚室墓という墓葬出土の副葬品に関心が

あったのかも知れない．また，1931 年の営城子の発掘調査は道路建設に伴ういわば緊急調査

のようなものであったが，後漢の磚室墓調査であり，濱田耕作がかつて行った刁家屯の調査と

も関係していた（森・内藤 1934）．一方で，1933 年の金関丈夫・三宅宗悦らが行った羊頭窪の

調査は，この地域での初めての本格的な先史時代の貝塚調査であった（金関・三宅・水野 1943）．

しかしながら，それは現在で言えば青銅器時代の双砣子 3 期のものであった（宮本 1985）．遼

東半島ではないが，新石器時代の彩陶への濱田耕作の関心は内蒙古赤峰市紅山後に向かい，

1936 年に紅山後遺跡の発掘がなされた（濱田・水野 1938）．現在で言う新石器時代の紅山文化

の遺跡と青銅器時代の夏家店上層文化の墓葬が発掘調査された．

　一方，原田淑仁らは，まず遼東半島先端にある鳥井龍蔵が調査した老鉄山積石塚の麓にある

漢代県城の牧羊城の調査を行った（原田・駒井 1931）．今日の再調査では，漢代の県城以前の

戦国後期に燕の県城として使用が始まった可能性が明らかとなっている（大貫編 2007）．一方

で，牧羊城には燕の東方進出以前の青銅器時代の双砣子 3 期～尹家村下層 2 期までの遺物も存

在していた（大貫編 2007）．これは東亜考古学会の報告書で牧羊城 1 類と呼ばれたものであり

（原田・駒井 1931），大貫静夫によって牧羊城下層とかつて呼ばれたものである（小川（大貫）

1982）．原田らのグループは，一貫して歴史時代の城址を調査対象としている．遼東半島では

ないが，1933・1934 年には吉林省渤海鎮にある渤海の都城である東京城の発掘調査（東亜考古

学会 1939），1937 年に内蒙古ドロンノールにある元の上都の発掘調査（原田・駒井 1941）を行っ

た．このほか，日本の権益が華北に拡大するに伴い，1939 年に山西省大同の北魏平壌址（岡

村・向井 2007）を東亜考古学会の調査として行った．1940 年には東亜文化協議会によって河北

省邯鄲趙王陵址で調査を行っている（駒井・関野 1954）。1942 年・1943 年にも山東省曲阜魯

城の調査を東亜文化協議会によって行い，一部発掘を行うとともに，「魯六年（紀元前 149

年）九月所造北陛」銘の刻石を発見している（駒井 1951）．ここでは，併せて内蒙古ホリンゴ

ルの成楽（盛楽）城の調査も行っている．また，日本学術振興会の主催で 1941・1942 年に遼

陽漢墓の石槨墓 5 基，磚室墓 5 基，甕棺墓 1 基の 11 基の発掘調査を行い，副葬遺物を収集し

ている（駒井 1950）．なお，1944 年には遼陽の石槨壁画墓１基の発掘が，日満文化協会主催と

して駒井和愛らによって行われている（駒井 1950）．

　濱田耕作の死後，しばらく中断していた遼東半島先史時代の調査（図 1）は，1941 年からの

日本学術振興会調査によるもので，京都帝国大学の梅原末治によって再開された（澄田 1979）．
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これは，濱田耕作の関心を引き継ぐものである．当初，遼東半島で発見されていた白陶を殷墟

の白陶と関係あるものとみられていたが，山東の龍山時代のものと関係があること分かり，先

史時代のものであることが明白となった．そこで龍山文化の黒陶が出土しており，既に三宅俊

成によって調査されていた上馬石貝塚（三宅 1975）が注目されたのである．この調査により，

先史時代の土器が北方的な在地的文化から，山東龍山文化の黒陶の影響を受けていくという文

化変容を認識するに至ったのである．とりわけその中の黒陶に注目した梅原は，次に卵殻黒陶

を副葬品に持つ山東半島の積石塚に注目する．梅原は上馬石貝塚発掘終了時に森修に命じて黄

龍尾半島の積石塚の踏査を行わせ（森 2008），その結果，次の調査地点を四平山積石塚と老鉄

山積石塚とした．老鉄山積石塚は盗掘により既に副葬品はほとんどなかったが，四平山積石塚

は良好に遺存していた（澄田ほか編 2008）．1942 年には，四平山積石塚の麓に存在する文家屯

貝塚の調査がなされた（岡村編 2002）．これにより文家屯貝塚は，四平山積石塚に副葬された

牙璧などの玉器の製作を行った集落遺跡の可能性が考えられた．

3．近年における再整理での意義
（1）先史時代土器編年

　遼東半島土器編年は，とりわけ朝鮮半島の土器編年やその東アジア的な位置づけを行うにあ

たって重要な資料である．さらには，日本の弥生文化の相対年代あるいは実年代を解明する考

古学的な唯一な方法として，東北アジア全体の土器編年の確立が必要であった．その要として

図1　遼東半島の先史時代遺跡
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遼東半島編年が存在する．編年の確立は，山東を介して中原との相対関係を明らかにすること

により，東北アジアの先史時代の相対的な時空軸の作製が可能となり，歴史的な位置づけが可

能となる．その点で，地点とともに層位によって土器様式を異にしている遼東半島の上馬石貝

塚資料（宮本編 2015）は重要である．

　遼東半島土器編年を基に構築された東北アジア土器編年において，重要な発見は 2 点がある

（宮本 2017）．一つは，偏堡文化の位置づけである．小珠山中層と小珠山上層の間に位置づけら

れることは認められていたが，小珠山中層の変化型式である呉家村期と一定の平行関係にあり，

偏堡文化が遼西東部から遼東へと拡散していくことが明らかとなった．また，偏堡文化が朝鮮

半島西北部において櫛目文土器文化と接触し，公貴里式の成立の導因となる（宮本 2017）．も

う一つは，朝鮮半島無文土器後期の粘土帯土器様式の成立が尹家村下層 2 期にあることが，粘

土帯土器の起源のみならず黒色磨研壺の起源という点からも証明された点である（宮本編

2015）．すなわち粘土帯土器様式の起源が遼西東部から遼東の尹家村下層 2 期にあったことが

明らかとなった（宮本 2017）．これにより，朝鮮半島無文土器文化の粘土帯土器様式が遼西東

部に端を発して東北アジアに拡散していく過程が明確となった点が，二つ目の重要な発見であ

る．

　さらに，表 2 の東北アジア土器編年の構築（宮本 2017）により，九州縄文時代前期の曽畑式

の起源問題に一定の解決の糸口が見いだせる点を挙げることができるであろう．曽畑式に関し

ては朝鮮半島櫛目文土器との関係が古くから考えられてはいたが，その直接的な関係に関する

証拠は見いだされなかった．しかし，曽畑式の前段階であるプロト曽畑式あるいは西唐津海底

式の存在が明らかとなった（倉元 2011）．編年研究では，横帯区画文の変遷から西唐津海底式

から曽畑式への変遷過程が明らかになるとともに，西唐津海底式の出自に問題の焦点が移って

いった（倉元 2013）．これにより，西唐津海底式の横帯区画文の出自を朝鮮半島の金灘里 1 式

    年代 中原 山東 膠東半島 遼東半島 遼河下流域 鴨緑江下流域 韓半島西部 韓半島中・南部 北部九州

BC5000�― 裴李崗 後李
新石器早期

縄文早期
仰韶半坡類型 北辛 白石村 小珠山下層 新楽下層 後窪下層

BC4000�―仰韶史家類型 大汶口前期 邱家荘 小珠山下層 後窪上層 智塔里 縄文前期
仰韶廟底溝類型 大汶口前期 北荘１期 小珠山中層 馬城子 金灘里１期 新石器前期

BC3000�―仰韶半坡類型 大汶口中期 北荘２期 呉家村 偏堡 閻坨子
新石器中期 縄文中期

廟底溝２期 大汶口後期 楊家圏１期 偏堡 偏堡 双鶴里１期

BC2000�― 王湾３期 龍山前期 楊家圏２期 小珠山上層 肇工街１期 双鶴里２期 南京１期
新石器晩期

縄文後期
新砦 龍山後期 楊家圏３期 双砣子１期 高台山 新岩里１期 南京２期

二里頭文化 岳石 昭格荘 双砣子２期 高台山 新岩里第３地点第Ⅰ文化層

BC1500�― 二里岡文化 岳石 芝水 双砣子３期 高台山 新岩里２期 コマ形土器１期 突帯文土器

BC1000�― 殷墟期 大辛荘 珍珠門 双砣子３期 新楽上層 可楽洞
西周 西周 上馬石Ａ区下層 新楽上層 新岩里３期 欣岩里 縄文晩期

西周 上馬石Ａ区上層 鄭家窪子 美松里上層 駅三洞
春秋 春秋 春秋 上馬石 B Ⅱ区 鄭家窪子 墨房里 コマ形土器 2 期 先松菊里 弥生早期

  BC450�― 鄭家窪子 コマ形土器 3 期 松菊里
弥生前期

戦国 戦国 戦国 尹家村２期 鄭家窪子 コマ形土器 4･5 期 粘土帯土器

表2　東北アジアの先史時代土器編年
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（安承模 2002）に求められることとなった．その場合，金灘里 1 式は朝鮮半島南海岸新石器時

代前期新段階に位置づけられていたこと（宮本 1986）から，編年の平行関係上矛盾が存在して

いた．上馬石貝塚の一次資料の検討により，東北アジア土器編年の再構築（宮本 2017）が行わ

れた．この編年では，金灘里式が朝鮮半島南海岸新石器時代前期前半まで遡り，編年上におい

て金灘里１式と西唐津海底式の平行関係あるいは九州縄文土器との平行関係の齟齬（宮本

1990）がなくなり，西唐津海底式の出自を金灘里 1 式に求めうる可能性が出てきたのである．

この問題は，金灘里１式の朝鮮半島南部での位置づけをより明確にしないとは行けないものの，

曽畑式の出自を朝鮮半島新石器時代土器に求めうるという学史的な原点に帰る可能性が開けた

のである．

　このように，遼東半島の先史土器編年の確立こそが，朝鮮半島や日本列島を含めた東北アジ

ア全体の歴史的な叙述を行うにあたってきわめて重要であり，かつ歴史的叙述が遼東半島先史

土器編年の確立によってはじめて可能になるのである．そして，このことは弥生開始の実年代

においても，土器編年の平行関係という考古学的な最もオーソドックスな方法によって，考古

学から弥生の実年代を語ることができるのである（宮本編 2015，宮本 2017）．

（2）戦国・漢代の東北アジア

　農耕社会である殷周社会が領域的に拡大していくのが，春秋後期から戦国時代である（宮本

2000）．これまで，漢の領域支配の拡大すなわち漢の楽浪郡成立以降の漢王朝の三韓や倭への

影響関係に注目が集まっていた．しかしながら，東北アジアではそれ以前の燕の動きも重要で

ある（宮本 2000）．そうした戦国燕から前漢の楽浪郡成立に至る時期を再考する（大貫編 2007）

にあたり，これらの戦前の資料は重要であった．しかも，この時期の新出資料が少ない現在に

あって，特に北朝鮮での新出資料の欠如にあっては，重要な資料となっている．これら資料に

よって，韓半島における鉄器生産開始の問題や三韓の成立に関して，あるいは衛氏朝鮮の実態

に関して多くの知見を提供している（宮本 2012・2014）．

　なお，『南山裡』の報告には牧羊城の東方の丘陵上から採集された鉄器が記録されている（島

田・濱田 1933）．報告文においてすでに朝鮮半島平安北道渭原郡龍淵洞の鉄器と対比されてい

るように燕系の鉄器である．半月形の石包丁状鉄器や長さ 15cm に及ぶ鉄斧の形態は燕国鉄器

の可能性を示している．鉄斧は側面に笵線を持たないタイプであり，戦国後期から前漢初期の

特徴を示している（金想民 2014）．報告文に依れば，これらの鉄器は瓦壺という灰白色の粗質

な土器に収められていたという．壺の大きさは高さ約 40cm，口径が約 25cm で，短い頸部で

腹部は大きく丸底をなすという．それは，牧羊城で発見された滑石混入系土器深鉢（宮本

2014）あるいは私が遼東式釜と呼んでいるもの（宮本 2012）に相当する壺ではないかと思われ

る．この時期の遼東半島から朝鮮半島への人々の逃避（宮本 2014）に際し，鉄器を埋納したも

のと想像される．これらの資料が未だ日本で収蔵されているようであれば，再調査すべき遺物
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である．

（3）理化学的分析などの資料分析の成果

　現在の知見や技術による理化学的な分析が，京都大学や東京大学に収蔵されている遼東半島

の一次資料から可能である．例えば，四平山積石塚の土器胎土分析（清水 2008）などがあげら

れる．あるいは，黒陶の C13 分析からの黒陶の成因となる植物を推定し，コメ作かアワ・キ

ビなどの畑作であるかの化学分析（三原ほか 2008）があげられる．この分析は，C13 からの穀

物復元の限界から黒陶生産社会の農耕を特定するには問題があげられるが，試みとしては評価

できるものがある．

　あるいは農耕の伝播過程を考えるにあたって，土器胎土内でのプラント・オパール分析（宇

田津・藤原 2002）がある．コンタミネーションの恐れがあるが，中国内では行われておらず同

じく試みとして重要であろう．より重要なのが，土器の圧痕分析（小畑 2015，李作婷 2015）な

ど一次資料の実証的分析である．これにより，これまで大連市大嘴子遺跡の双砣子 3 期文化層

出土の炭化米が，同じ双砣子 3 期土器においてコメの存在が土器圧痕分析によって検証された

ところに大きな意義がある．炭化米の場合もコンタミネーションの危険性があり，年代測定が

必要であるが，土器圧痕分析によってコメの年代を土器型式から検証できたのである．また，

青銅器時代文化層である上馬石 A 区下層からダイズが発見された点（小畑 2015）も意義がある．

さらに上馬石遺跡ではアワ・キビともに新石器時代から青銅器時代にかけて小さく丸くなる傾

向にあり（小畑 2015），農耕地帯に見られる大型の傾向とは異なる傾向にある．このことは，

遼東地域が新石器時代から青銅器時代に向けて農耕生産が縮小する傾向を示しており，長城地

帯の牧畜化と一定の関連性が存在している可能性がある．しかも，遼東の青銅器文化の出自が

長城地帯にあるという自説（宮本 2000）を，生業の面からも裏付けるものとなろう．一方で，

現在では小珠山上層期である大連市王家村遺跡から炭化米が発見されている（馬永超ほか

2015）．これは，東北アジア初期農耕化第 2 期に山東半島から遼東半島へ稲作が伝播するとす

る自説（宮本 2009・2017）を裏付けるものとなるが，炭化米の場合にはコンタミネーションの

疑いが常に存在する．現在，小畑弘己氏によって文家屯貝塚の土器圧痕分析がすすめられてい

る
1）

．その成果が期待されるところであるとともに，理化学的分析による再評価がこれら東亜考

古学会資料や日本学術振興会資料に求められるところである．

　また，墓に埋葬されている人骨の形質的な分析なども有用である．これまで，遼東半島の積

石塚には火葬人骨が埋葬されていることが知られていたが，四平山積石塚も火葬人骨とされて

いた（安志敏 1993）．四平山積石塚の出土人骨の形質人類学的分析からは，焼骨が低温焼成に

よってなされていたもので，必ずしも火葬を意味しないことが示されている（大藪・片山

2008）．

　動物遺存体の分析は，羊頭窪貝塚や上馬石貝塚の調査の際にも，既に関心が持たれており，
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長谷部言人らによって既に分析がなされていた（長谷部 2015）．長谷部は上馬石のイノシシの

臼歯と縄文貝塚出土のイノシシの臼歯の計測値を比較し，家畜化されたブタが上馬石貝塚に存

在するかを議論しようとしている．現在遼東半島新石器時代のヒエ・アワ農耕には家畜が存在

することが暗黙の認識となっているが，家畜の存在を骨形態学的に比較検討する必要があろう．

その点で，文家屯貝塚の袁靖による動物遺存体の分析では，小珠山中層から上層にかけては未

だ家畜化が十分に果たされていないことが議論されている（袁靖 2002）．家畜化は穀物の農耕

化と連動しているものと一般的には考えられているが，動物骨の形質的な分析によって，この

ような東北アジアにおける家畜化の問題も解決すべきであろう．

4．日本における遼東半島先史調査の今日的意義
　遼東半島では，現在未曾有の開発が進行しており，遺跡や埋蔵文化財保護体制が日本に比べ

遙かに遅れた状態にある．中原などの地域のような中国史の中心であるとその遺跡への関心も

深いものがあるが，周辺地域として中央史観からの遠隔地であることからも，国家的あるいは

国民的にもこの地域の遺跡への関心が薄く，漢族自らの歴史復元への本流に入っていない．国

家重点遺跡である郭家村遺跡ですら，2011 年に開発によって 4500㎡という遺跡のかなりの部

分の破壊がなされたと聞いている
2）

．また，2005 年に于家村遺跡を訪ねたとき，重機での掘り

返しがなされており，土層断面には住居址らしき痕跡がいくつか見られた．日本の埋蔵文化財

体制では当然緊急発掘調査がなされるべきものであり，集落遺跡が明らかとなったと思われる

が，その歴史は闇に葬られた．戦前の発掘調査資料ですら，それら一次資料を注意深く研究す

ることによりいかに多くの歴史を復元できることを訴えることが，この地域の遺跡保存と遺跡

の活用に繋がると信ずるところである．ただ，この地域が古朝鮮問題を初めとした各民族の歴

史観の対立の場ともなっており，こうした国際的な協力体制が成立しにくい地域でもある．一

方で，日本人研究者はそうした意味ではより学術的に公正な立場に立てるはずであり，日中で

の国際共同研究などを進めることにより，この地域の先史時代遺跡の東アジア上での意義を訴

えることにより，遺跡の保存・活用が図られていくのではないかと思われる．なにより，東北

アジアの結節点に存在する遼東半島は，牧畜型の北方青銅器文化系統と農耕型の殷周青銅器文

化系統との交錯地帯として（宮本 2011），東北アジア先史・古代の解明において非常に重要な

場所であるとすることができる．それは，朝鮮半島や日本列島という東北アジアの歴史復元に

おいても重要であり，東北アジアの諸民族における重要な歴史的な鍵となっているのである．

5．まとめ
　東亜考古学会や日本学術振興会による中国大陸におけるいわゆる植民地考古学は，日本軍の

大陸侵攻により遼東半島から旧満州や華北全体に拡大していった．その間，日本人考古学者に

よっていち早く報告書が出版され，多くの考古学的知見と情報を残すに至っている．報告書が
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出されなかった日本学術振興会による遼東半島先史調査も，文家屯貝塚（岡村編 2002），四平

山積石塚（澄田・小野山・宮本編 2008），上馬石貝塚（宮本編 2015）の再整理によって，今日的

な研究課題から新たな成果を付与する形で，報告書が刊行されている．また，牧羊城発掘資料

の再検討がなされ，戦国燕に牧羊城の始まりが遡るという新知見が明らかとなった（大貫編

2007）．遼東半島の資料ではないが，北魏方山永固陵の発掘資料の研究（岡村・向井 2012）や雲

岡石窟の発掘資料の研究（岡村編 2006）なども，新たな研究成果や発見を提供している．

　日本の各大学や博物館などにおいて依然として収蔵されている植民地考古学の一次資料は，

日本の大陸侵略による負の遺産ということができるが，一方でこうした一次資料を今日的な学

問水準から再調査や再分析する価値は十分に存在している．日中の考古学的交流が活発化して

いる中，こうした資料から新たな学問的な成果を出すことが，中国考古学への貢献をなすこと

に繋がるであろう．さらに，複雑な国際状況の中で東北アジアの歴史復元における科学的な資

料を提供するものであり，こうした一次資料を基にした再調査や再研究は日本人研究者の責務

の一つと考えられる．

　一方で，東亜考古学会は戦後において大陸調査が不可能となったところから，大陸に近接す

る北海道や壱岐・対馬・唐津の調査を行った．前者は東京大学駒井和愛らを中心に北海道のオ

ホーツク文化に関心が持たれ，その後，東京大学常呂実習施設を設けて現在に至るまで毎年の

調査を行い，報告書が順次発行されるなど研究を続けている．一方で，壱岐・対馬・唐津に関

しては京都大学人文科学研究所の水野清一を中心に 1950 年代を中心に，1961 年の原の辻遺跡

第 5 次調査まで続いた．それらは壱岐のカラカミ遺跡や原の辻遺跡，唐津の宇木汲田遺跡など

を中心とするものであった．対馬に関しては『東方考古学叢刊』乙種第 6 冊として刊行されて

いる（水野編 1953）．また，唐津に関しては発掘調査の一部が岡崎敬によって報告（岡崎編

1982）されていたが，壱岐などを中心にその他の発掘された遺跡に関しては，整理されること

もなく未報告のままであった．中国考古学ではないが，こうした日本における東亜考古学会が

行ってきた発掘資料も資料公開がなされるべきであろう．そのため，九州大学考古学研究室で

は壱岐カラカミ遺跡における再発掘などを実施し，東亜考古学会にかかわるカラカミ遺跡の資

料公開を行ったところである（宮本編 2008・2009・2011）．今後も未公開資料の公開に向けて努

力する必要がある．

注
1）本調査は，平成 27～30 年度科学研究費補助金（基盤研究（B））「東北アジア農耕伝播過程の植物考古学分

析による実証的研究」（宮本一夫代表）で行われたものである．文家屯遺跡からは，小珠山上層土器片 1 点か
らコメの圧痕が確認されている．

2）この間の郭家村遺跡の破壊に関しては，地元新聞でも多く採り上げられ，遺跡のかなりの部分が破壊された
と聞く．以下が，郭家村遺跡破壊に関する新聞報道のデジタル版である．

央広新聞　http://news.cntv.cn/20110509/110092.shtml   
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大連半島晨報　http://news.sina.com.cn/c/p/2011-05-08/103922425709.shtml  

新華網　http://news.xinhuanet.com/society/2011-05/16/c_121421374.htm   

人民網　http://culture.people.com.cn/GB/14686627.html   
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—东亚考古学会调查与日本学术振兴会调查

宫　本　一　夫

中文提要　　辽东半岛位于辽西和朝鲜半岛中间，又有从山东经辽东半岛至朝鲜半岛的路线，可以称作是

东北亚文明的十字路口。日本研究者有关辽东半岛的考古学调查肇始于 1895 年的鸟居龙藏。真正意义上

的发掘调查始自东亚考古学会 1927 年貔子窝的调查，持续至日本学术振兴会 1942 年文家屯贝丘的调查。

如今，这些资料中的大部分依旧被日本的大学收藏，可以将其定位成殖民地考古学。作为日本人侵略大陆

的殖民地考古学的材料，回首这些战前发掘的调查，以探求其学术史的动向。依照当今的学术水准，重新

审视和调查这些第一手的材料（发掘调查品），并总结其意义和成果。尤其，伴随着辽东半岛先史陶器编

年的确立，涵盖朝鲜半岛及其日本列岛的整个东北亚的历史性的叙述可以说是非常重要的。再有，根据处

理这些殖民地考古学的材料，想要陈述当今日本研究者在中国考古学研究中的作用。

关键词　　辽东半岛　东亚考古学会　日本学术振兴会　殖民地考古学

日本研究者有关辽东半岛先史时代的调查及其现今的意义
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